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日 時：平成２１年１１月１３日（金）１３時３０分開会 

場 所：ホテルニューオータニ札幌 ２階 鶴（東）の間 



 - 1 -

１．開  会 

○事務局（富田企画課長） 皆様、今日はどうもご苦労さまです。 

定刻となりましたので、ただいまから第６期札幌市廃棄物減量等推進審議会を開催いた

します。 

本日は、ご多忙の中、ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

今回の審議会は、お手元の次第に沿いまして、大体３時から３時半程度をめどに進めさ

せていただきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

２．あいさつ 

○事務局（富田企画課長） では、開催に先立ちまして、長岡環境事業部長からごあいさ

つを申し上げます。 

○長岡環境事業部長 皆さん、こんにちは。 

札幌市環境局環境事業部長の長岡と申します。 

第６期となります札幌市廃棄物減量等推進審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

本来であれば、環境局長の小林が出席の上、皆様方にごあいさつを申し上げるところで

ございますけれども、あいにく公務で出張が入ってございまして、今日はやむを得ず欠席

させていただいております。 

局長に代わりまして、私からごあいさつを申し上げます。 

本日は、皆さんご多忙のところ、当審議会にご出席を賜りまして、ありがとうございま

す。また、日ごろから本市の廃棄物行政に深いご理解とご協力を賜り、この場を借りまし

て、厚く御礼申し上げます。 

さて、委員の皆様方には既にご案内のとおり、昨年３月に策定いたしました「スリムシ

ティさっぽろ計画」に基づきまして、札幌市では本年７月から新たなごみのルールをスタ

ートさせていただいております。その主な内容といたしまして、「雑がみ」と「枝・葉・

草」の分別収集、資源化の実施、また同時に、そのごみ減量・リサイクル効果を最大限に

高めるために、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の有料化、いわゆる家庭ごみの有

料化を実施するなど、ごみ排出ルールの大きな変更を行ったところでございます。 

今回の変更につきましては、ご存じのとおり、昭和４７年に家庭ごみが無料になって以

来、実に３７年ぶりの有料化ということで、これまでの廃棄物行政の歴史におきましても

非常に大きな出来事であったと思っております。 

ごみは市民の方々の生活に直結するものであり、このような非常に大きな変更を伴うこ

とになりますと、私どもだけではなく、市民の皆様方のご協力がなければ円滑に実施する

ことは不可能でございます。そのため、多くの市民の方々に「新ごみルール」を知ってい

ただき、ご理解をいただくため、私ども職員が各地域に出向きまして、今回の「新ごみル

ール」をご説明するごみ排出ルール説明会を実施してきております。 
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また、その他、さまざまな広報、例えば、毎月発行しております「広報さっぽろ」で特

集記事を掲載した他、ホームページへの掲載、新聞広告、テレビのコマーシャル、地下鉄

などでのポスター掲出など、考え得るさまざまな媒体を通じてあらかじめ広報活動を行っ

てきております。 

さらに、まさに「新ごみルール」がスタートする７月に入りまして、その上半期でござ

いますけれども、町内会などの皆様のご協力を得まして、私ども環境局の職員はもちろん、

札幌市全体の職員からも多くの職員を動員いたしまして、各地域のごみステーションをパ

トロールするなど、早朝啓発を実施してきております。私どもと市民の方々が一丸となっ

て取り組みを行わせていただきました。 

このように、市民の皆様とともに、出来得ることはすべて行ってきたつもりでございま

すけれども、そのかいがございまして、「新ごみルール」につきましては、順調な滑り出

しをしているものと考えております。 

後ほど、詳細についてはご説明させていただきたいと思いますけれども、「新ごみルー

ル」の実施状況につきましては、前年同時期に比べまして、「燃やせるごみ」、「燃やせ

ないごみ」は大幅に減少し、資源物の量は増加しております。市民の皆様のご協力に私ど

もは大変感謝しているところでございまして、この場をお借りいたしまして、改めて御礼

を申し上げたいと考えております。 

そして、今回実施いたしました家庭ごみの有料化や「雑がみ」の分別収集などの施策を

掲げております基となる「スリムシティさっぽろ計画」でございますけれども、実は、数

値目標といたしまして、四つの目標を設定しております。ごみの減量目標、リサイクル目

標、焼却ごみの減量目標、埋立処分量の減量目標の四つでございまして、具体的には、家

庭からの１人１日当たりの廃棄ごみ量を４００グラム以下にすることや、全体の焼却ごみ

を２４万トン削減するなど、非常に高い目標を設定しているところでございます。 

また、これらの目標を達成することによって、平成２９年度に寿命を迎えます篠路清掃

工場を建て替えずに廃止するということも目指してございます。計画にあります数量目標

の達成状況やごみ減量・リサイクル施策の実施状況につきましては、市民、事業者の方々

と情報を共有してまいりたいと考えておりますし、取り組みを確実に実施していくために

も計画の進行管理について、市民、事業者の方々による外部組織により客観的に評価をい

ただくこととしてございます。 

このようなことから、学識経験者の方々、経済業界団体及び各種活動団体から推薦いた

だいた方々の他、公募による方々を加えた札幌市廃棄物減量等推進審議会において「スリ

ムシティさっぽろ計画」の数値目標の達成状況や施策の実施状況について客観的にご評価

いただき、その上でご意見を伺い、今後の取り組みの参考にさせていただきたく、今般の

第６期の審議会を開催することとしたものでございます。 

委員の皆様方におかれましては、さまざまな視点によるご意見をいただきまして、札幌

市の廃棄物行政にお力添えを賜りたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。 
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なお、お手元に資料をお配りしておりますけれども、資料につきましては、全庁的に経

費削減に取り組むこととしてございまして、カラー刷りではなくて、白黒とさせていただ

いております。幾分、見にくいところがあるかと存じますけれども、趣旨をご理解賜りた

いと存じます。 

以上で、簡単措辞ではございますけれども、開催に際しましてのごあいさつにかえさせ

ていただきます。 

ありがとうございました。 

 

  ３．委員の紹介 

○事務局（富田企画課長） 今回は第６期になりますけれども、札幌市廃棄物減量等推進

審議会につきましては、今回が初会合ということですので、ここで委員の皆様を紹介させ

ていただきます。 

 まず、日本チェーンストア協会北海道支部大野進一様です。 

○大野氏（石岡委員代理） マックスバリュ北海道の大野と申します。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（富田企画課長） 本日は、石岡委員が所用のため欠席ということで、大野様が

代わって出席されております。 

続きまして、クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会会長の伊藤昭委員です。 

○伊藤委員 伊藤でございます。 

私は、クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会の会長でございます。実は、私は、拓北・

あいの里におりまして、クリーンさっぽろのことについては非常にいろいろな意見をいた

だいておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 社団法人札幌青年会議所総務運営委員会副委員長の太田富士

栄委員です。 

○太田委員 札幌青年会議所太田富士栄と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様は専門的な方ばかりで、私は一般市民というか、何も知識がないので、市民の目線

で何かご意見をできればと思っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 北海道大学大学院文学研究科准教授の大沼進委員です。 

○大沼委員 大沼です。行動科学というものをやっております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局（富田企画課長） 続きまして、環境ＮＧＯ ｅｚｏｒｏｃｋ代表理事草野竹史

委員です。 

○草野委員 環境ＮＧＯ ｅｚｏｒｏｃｋというちょっと変わった団体名ですけれども、

主に１０代、２０代、３０代の青年層を中心とする環境団体の代表をしております。普段

は、イベントのごみの問題に取り組んでおりまして、最近は、地域で行っているイベント

からごみのことをどう伝えていったらいいかというふうに考えております。どうぞよろし
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くお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 札幌市女性団体連絡協議会会長の佐藤和子委員です。 

○佐藤委員 佐藤和子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 社団法人札幌消費者協会会長の渋谷絢子委員です。 

○渋谷委員 渋谷と申します。 

 消費者の代表者ということになるかと思いましてここに座っておりますが、環境に優し

い消費選択ということを会員共々いろいろな場面で考えておりますので、このことに関し

まして、皆様に何かご意見を差し上げられればいいなと思っております。よろしくお願い

いたします。 

○事務局（富田企画課長） 環境省北海道地方環境事務所環境対策課長の竹安一委員です。 

○竹安委員 北海道地方環境事務所環境対策課長の竹安でございます。 

 環境省としてご支援できることがあればご支援させていただきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課参事の築地原康志

委員です。 

○築地原委員 築地原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 続きまして、地球に優しいまちづくりを進める西区民会議会

長の土肥弘委員です。 

○土肥委員 土肥でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 続きまして、公募委員でございますけれども、中川福光委員

です。 

○中川委員 中川福光と申します。北区に住んでおります。 

 私は、従来からごみの問題について関心がございましたものですから、このたび応募さ

せていただきました。今後、審議会の中で気のついたことがありましたら、いろいろご提

言を申し上げ、職務を全うしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 北海学園大学法学部教授福士明委員です。 

○福士委員 福士と申します。行政法を教えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（富田企画課長） 北海道大学名誉教授、ホクレン農業総合研究所顧問の松田從

三委員です。 

○松田委員 松田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 北海道大学大学院工学研究科教授松藤敏彦委員です。 

○松藤委員 松藤です。 

 工学研究科ですけれども、有料化等もやっております。よろしくお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 札幌商工会議所女性会副会長八木宏子委員です。 

○八木委員 八木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（富田企画課長） 社団法人食品容器環境美化協会北海道地方連絡会議幹事の山

田雄亮委員です。 

○山田委員 北海道コカ・コーラの山田と申します。 

 今日は、食品容器環境美化協会の幹事という立場で出席させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 北海道大学公共政策大学院教授の吉田文和委員です。 

○吉田委員 吉田です。よろしくお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 公募委員の湧井準委員です。 

○湧井委員 湧井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 およそ８年目になるのですが、月寒の町内会の衛生部長でクリーン推進委員をやってお

ります。その現状から、どちらかというと、細かいところをチェックしたり、提案してい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） ありがとうございます。 

なお、本日、欠席されておりますけれども、社団法人北海道宅地建物取引業協会副会長

朝野邦夫委員と札幌市商店街振興組合連合会理事長の菊池恒委員、以上の２０名の方々に

第６期札幌市廃棄物減量等推進審議会委員をお引き受けいただいております。 

続きまして、札幌市側の紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（長岡環境事業部長） 改めまして、環境事業部長の長岡でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○事務局（石井清掃事業担当部長） 清掃事業担当部長の石井でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局（飯高施設担当部長） 施設担当部長の飯高と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局（入江総務課長） 総務課長の入江と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（高橋調査担当課長） 企画課調査担当課長をしております高橋と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（北川ごみ減量推進課長） ごみ減量推進課長をしております北川でございます。

よろしくお願いいたします。 

○事務局（粟崎業務課長） 業務課長をしております粟崎と申します。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（石川ステーション対策担当課長） 業務課でステーション対策担当課長をして

おります石川です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（宇治事業廃棄物課長） 事業廃棄物課長の宇治と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○事務局（林不法投棄対策担当課長） 不法投棄対策担当課長の林でございます。よろし

くお願いいたします。 
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○事務局（小林施設整備課長） 施設整備課長の小林と申します。清掃工場の整備などを

担当しております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） 最後ですけれども、私は環境事業部企画課長の富田でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

本日は、会長及び副会長が選出されまして、議事に移りますまで進行を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、座って進めさせていただきます。 

本日の会議は、委員の皆さんの出席数が過半数を超えておりますので、「札幌市廃棄物

の減量及び処理に関する条例施行規則第５条第１項」の規定によりまして、この会議が成

立していることをご報告いたします。 

 

  ４．会長・副会長の互選 

○事務局（富田企画課長） それでは、ここで「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条

例施行規則第３条第１項」の規定に基づきまして、会長及び副会長の選出を行います。 

会長及び副会長につきましては、委員の互選により選任することとなっておりますけれ

ども、いかがお取り計らいすればよろしいでしょうか。 

ご意見等がある方は挙手願います。 

○大沼委員 今回は、「スリムシティさっぽろ計画」の具体的な数値目標の達成の評価や、

さまざまな大きく変わった制度のルールの変更等々を見ていくということで、これまでの

経緯をよくご存じで詳しく、なぜこのような数値目標があるのか等々をご存じの方にお願

いした方がスムーズにいくと思われます。 

私としましては、前の審議会でも会長、副会長を務められました吉田委員と松田委員に

お願いしてはいかがかと思います。 

○事務局（富田企画課長） ただいま、大沼委員よりご発言いただきましたけれども、そ

の他にご意見はございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（富田企画課長） ないようですので、吉田委員に会長を、松田委員に副会長を

お引き受けいただくことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり）（拍手） 

○事務局（富田企画課長） 吉田委員、松田委員ともによろしいでしょうか。 

○吉田委員 はい。 

○松田委員 はい。 

○事務局（富田企画課長） それでは、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますけれども、お二方につきましては、正面の会長、副会長席へ移動をお願い

いたします。 
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〔会長、副会長は所定の席に着く〕 

 

○事務局（富田企画課長） それでは、ここで、吉田会長、松田副会長に一言ずつごあい

さつをいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○吉田会長 今、皆様のご推挙により、第６期札幌市廃棄物減量等推進審議会の会長をお

引き受けすることになりました吉田です。 

この間、いろいろと経過がありまして、皆さんご存じのとおり、前の審議会で検討した

実施案がいろいろと経過があって随分時間がかかったわけですけれども、実際に７月から

実施されまして、現在のところは４割程度まで減っているということで、この評価と改善

等、今後の方向についてこの審議会で議論することになると思います。 

この間、市民の皆さんのいろいろなご努力やご苦労の中でこういう成果が出てきたと思

いますので、その評価と今後の方向や改善点について率直にいろいろ出していただくとい

うことがこの審議会の仕事になると思いますので、どうかご協力のほどをお願いいたしま

す。 

○松田副会長 このたび、第６期の副会長に選ばれました元北大におりました松田です。

第５期のときも吉田先生と一緒に副会長をやらせていただきまして、引き続きということ

でございます。 

 私は、主に、農学研究科におりましたので、有機性の廃棄物ということで生ごみなどの

処理、利用をいろいろと研究してまいりました。前期の審議会でも生ごみの部会に所属し

ておりまして、何回も部会を開きまして、会議をやった覚えがあります。今回は４割ほど

減量化しているというデータが出ておりますけれども、やはり、生ごみ自体はあまり減っ

ていないので、これから札幌市としては生ごみの問題も大きな問題として出てくるのでは

ないかと思います。今のような焼却だけではなくて、例えば、肥料化、あるいはエネルギ

ー化という問題も考えなければならないときになってきたのではないかと思います。この

審議会でどこまでやれるかは分かりませんけれども、資源化の方はどんどん進んでいるの

ですけれども、生ごみの方はどこの市もあまり進んでいないのが現状ですので、そういっ

た問題もこの審議会で検討できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富田企画課長） それでは、これからの議事進行につきましては、会長、副会

長にお願いしたいと存じます。 

では、吉田会長、松田副会長、よろしくお願いいたします。 

 

５．議  事 

○吉田会長 まず、今日は、議事次第に沿って「スリムシティさっぽろ計画」の実施状況

についてと今後の審議の進め方がメインですが、これ以外にも最初ですので皆さんからい

ろいろご意見等がありましたら、その他というところで出していただきたいと思います。 

第１議題の「スリムシティさっぽろ計画の実施状況について」、事務局からご説明いた
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だきまして、その後、ご議論いただくというふうにしたいと思います。 

では、よろしくお願いします。 

○事務局（富田企画課長） 企画課長の富田でございます。 

まず、「スリムシティさっぽろ計画の実施状況について」という資料が配布されている

と思うのですけれども、この資料に沿いましてご説明申し上げたいと思います。 

ページをめくっていただきまして、目次がありますけれども、大きく一つ目が「新ごみ

ルール」の主な内容、二つ目が「新ごみルール」開始後の実施状況等について、三つ目が

「ごみ量管理目標と達成状況」ということで、全部で１１ページございますけれども、こ

の流れに沿ってご説明申し上げたいと思います。 

まず、１ページです。 

Ⅰの「新ごみルールの主な内容」です。これは７月からの「新ごみルール」になります。 

まず、（１）として、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」を有料化いたしました。

指定袋の価格ですけれども、１リットル当たり２円と設定させていただいております。種

類につきましては、皆さんご承知かと思いますけれども、「燃やせるごみ」と「燃やせな

いごみ」、これは両方で使用可能でございます。４種類の袋がございまして、５リットル、

１０リットル、２０リットル、４０リットルとなっておりまして、価格はそこに記載され

ているとおりでございます。 

続いて、（２）の収集区分、回数の変更です。平成２１年、今年の６月以前の状況と７

月以降を比べた表になっております。 

「燃やせるごみ」につきましては、６月以前については週２回で、これは７月以降も変

わらず週２回です。「燃やせないごみ」は週１回でしたが、後ほど出てきますけれども、

製品プラスチックが「燃やせるごみ」に移るので大幅に減るだろうということで、「燃や

せないごみ」については４週間に１回の収集というふうに変わっております。 

「大型ごみ」については、事前申し込みで週１回ということで、変わっておりません。 

それと、資源物ですけれども、「びん・缶・ペットボトル」、「容器包装プラスチック」

については、以前は「資源の日」ということで、週１回、同じ日に収集しておりました。

これが７月以降にはそれぞれ別の収集日で週１回ずつ、「びん・缶・ペットボトル」、「容

器包装プラスチック」を収集しているということです。 

それから、新たな分別区分になりますけれども、「枝・葉・草」、「雑がみ」の収集処

分を行うということです。「枝・葉・草」については、今年は７月から１１月ですけれど

も、平年は５月から１１月ということで、４週間に１回収集させていただくものです。そ

れと、「雑がみ」は２週間に１回です。 

それから、「スプレー缶・カセットボンベ」、「筒型の乾電池」は、４週間に１回にな

りますけれども、「燃やせないごみ」の日に出していただくものでございます。 

「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」と「大型ごみ」は有料ですが、「びん・缶・ペ

ットボトル」から下の部分については無料になってございます。 
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（３）は、先ほども申し上げましたけれども、「びん・缶・ペットボトル」と「容器包

装プラスチック」の収集日を分離させていただいたということです。 

（４）は、製品プラスチック、皮革・ゴム類を「燃やせないごみ」から「燃やせるごみ」

へ移行させていただいたというものです。 

（５）は、「大型ごみ」についてです。例えば、電子レンジ、ポットなど、指定袋に入

るものであれば、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」に出せるように基準を緩和して

おります。 

このように、７月から「新ごみルール」を実施しているのですが、それまでの周知、普

及啓発ということで、○印で参考までに載せておりますけれども、ごみ排出ルールの説明

会を実施しております。去年の１１月から今年の６月末日までで、開催回数としては２，

６９２回、参加人数は延べで１３万２６０人ということで、単純に割りますと、１回当た

り大体５０名程度の参加をしていただいたということでございます。 

それから、「新ごみルール」の実施の際に、７月１日から１０日、これは土・日を除く

８日間ですけれども、早朝啓発を実施いたしました。先ほど、冒頭のあいさつの中でもご

ざいましたけれども、従事者数は、市職員が約５，０００人で、町内会・クリーンさっぽ

ろ推進員の皆様にもご協力いただきまして約５万５，０００人ということで、合計で延べ

約６万人で実施させていただいたところでございます。 

続いて、２ページをご覧ください。 

家庭ごみを有料化したということで、家庭用の指定袋の出庫枚数です。 

今年の９月末現在ですけれども、まず、４０リットルの袋は５８０万枚が出庫されてお

ります。２０リットルについては１，４００万枚、１０リットルについては１，５８０万

枚、５リットルについては１，１５０万枚、合計で４，７００万枚の出庫となっておりま

す。 

右に占有率がありますが、やはり１０リットルが３４％ということで一番多く出ており

ます。その後に２０リットル、５リットル、４０リットルという順番になっております。 

ということで、皆さんは、新しいごみルールが始まったということで、ごみ減量・リサ

イクルも意識していただいている結果、小さい袋がより使われているのかなと考えており

ます。 

その下ですけれども、ボランティア袋の交付状況です。 

これについても９月末現在で交付枚数をお示ししておりますけれども、ボランティア袋

の交付件数については６，５３５件で、交付枚数は、１０リットルと４０リットルの２種

類の袋を交付することになっておりまして、１０リットルについては約１９万枚、４０リ

ットルについては４８万３，０００枚、合計で６７万３，０００枚を交付しております。 

次に減免状況です。これも９月末現在になります。 

区分を三つ書いておりますけれども、２歳未満の乳幼児がいる世帯については、月齢に

応じて交付枚数が違ってきます。例えば、生まれたばかりであれば２年分として２０リッ
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トルの袋を１００枚交付するものですが、件数は２万９，９５３件、枚数としまして１７

９万２，４００枚の交付となっております。 

その下は、おむつサービス受給者に対する減免です。これについては、在宅高齢者と重

度障がい者、障がい児の紙おむつサービス事業の受給者に対しまして、紙おむつ配達の際

に２０リットルの袋、１組１０枚をあわせて配達するという事業です。件数は、１万８，

７２８件、枚数としまして１８万７，２８０枚の交付となっております。 

生活保護世帯ですけれども、件数が３万２，５１９件、枚数で１０２万３，４４０枚と

いうことです。 

この減免関係については、合計で件数が８万１，２００件、枚数としまして３００万３，

１２０枚の交付という状況になっております。 

続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。 

Ⅱの「新ごみルール開始後の状況等について」です。７月１日から「新ごみルール」が

開始されましたけれども、１６週、具体的には７月１日から１０月２０日までの収集ごみ

量を累計した表となっております。 

廃棄ごみと資源物というふうに大きく分けておりますけれども、廃棄ごみで言いますと、

まず、「燃やせるごみ」は、平成２０年度同時期については、トン数で１１万４，５３８

トンで、これに対しまして平成２１年度は７万１，８２０トンです。対前年度比は、６３％

になりまして、３７％の減という状況になっております。 

「燃やせないごみ」ですが、平成２０年度が１万５，０００トンで、平成２１年度が４，

２５６トンということで、対前年度比では２８％で、７２％の大幅な減となっております。 

廃棄ごみの合計になりますけれども、平成２０年度が１３万２，９０２トンで、これに

対しまして平成２１年度が７万９，１６１トンということで、対前年度比が６０％で、４

０％の減という状況です。廃棄ごみについては順調に減少傾向を示しているというもので

ございます。 

一方、資源物でございます。 

まず、「びん・缶・ペットボトル」ですが、平成２０年度の８，６２５トンに対しまし

て、平成２１年度は１万２３トンということで、対前年度比で１１６％、１６％の増とい

うことです。 

「容器包装プラスチック」については、２０年度が６，５０６トンで、これに対して２

１年度が８，５５７トンということで、対前年度比で３２％の増となっております。 

「枝・葉・草」、「雑がみ」については、７月からの新しい分別収集ということで、２

０年度の数字はございませんが、２１年度につきましては、「枝・葉・草」が８，８４２

トン、「雑がみ」が１万１１１トンということです。「枝・葉・草」につきましては、計

画に比べますと、大体２０％ぐらい多く入ってきておりまして、「雑がみ」についてはほ

ぼ計画どおりの収集量となっております。 

資源物の合計ですが、平成２０年度は１万５，１３１トンに対しまして、平成２１年度
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が３万７，５３３トンということで、対前年度比ですが、実に１４８％の増ということで、

約２．５倍の増となっております。 

ということで、ごみ減量・リサイクルについても非常に順調に進んでいるのではないか

と考えております。合計でも、平成２０年度は１４万８，０３３トン、２１年度が１１万

６，６９４トンということで、対前年度比は７９％で、２１％の減ということですので、

全体量も減っているという状況になっております。 

下の表は、上の数字をグラフに表したものとなっております。先ほども申し上げました

けれども、「燃やせるごみ」については３７％減になっております。「燃やせないごみ」

が７２％減、資源物のリサイクル量は２．５倍に増えていて、全体量は減っていますとい

うことをお示ししております。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

先ほどの量を４週ごとの対前年度比で比較して、その推移を表したグラフになっており

ます。 

一番上の折れ線グラフは、１０６、１５８、１６２、１６８％とありますけれども、こ

れは資源物の対前年度比になっております。 

一番下の折れ線グラフは、４週目が４６％の減、８週目が３９％の減、１２週目が４０％

の減、１６週目が３７％の減とありますけれども、これが「燃やせるごみ」、「燃やせな

いごみ」、「大型ごみ」を合計した廃棄ごみの推移を示しておりまして、大体４０％程度

の減で推移しているということでございます。 

その上の折れ線グラフですが、これが廃棄ごみと資源物すべてを合計した対前年度比に

なっておりまして、これも大体２０％ぐらいの減で推移している状況になっております。 

次の２番目ですけれども、袋数から推計したごみステーションへの排出状況についてで

す。 

図３と図４がございますけれども、図３は、全ごみ種の不適正排出の割合です。この不

適正排出というのは、下の方に※印でありますけれども、曜日、分別違いのもの等を示し

ております。全ごみ種は、７月当初については８．８％の不適正排出がございましたけれ

ども、その後、８月には８．７％、そして９月には７．１％と不適正排出の割合が順調に

減ってきております。 

図４は、「燃やせないごみ」を示した表になっておりますけれども、当初、３１．４％

という不適正排出の割合だったのですが、これも９月には１７．５％と改善傾向にあると

言えると思います。 

次の５ページの図５は、今申し上げました不適正排出７．１％と、その反対の適正排出

の割合がどうなっているのかをお示しした図になっております。適正排出が９２．９％、

不適正排出が７．１％という状況でございます。 

その下の表２につきましては、先ほど「燃やせないごみ」について３１．４％が１７．

５％になりましたということをお話ししたのですけれども、他のごみ種についてもそれぞ
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れ「燃やせるごみ」であれば、４．９％を５％、４．８％という形で推移しているという

ことで、全種ごみの計は、7 月８．８％が９月末は７．１％になっていることをお示しし

ております。 

ということで、不適正排出についても徐々に改善傾向にあるということで、７月からの

「新ごみルール」が市民の皆様に浸透してきているのではないかというふうに評価してお

ります。 

続きまして、６ページです。 

図６とありまして、ごみの組成状況を表にして記載しております。「燃やせるごみ」と

「燃やせないごみ」の二つを載せております。この図は、高さが実際のごみ量を表してお

りまして、それぞれの組成、いわゆる構成比をお示ししております。 

例えば、「燃やせるごみ」は、去年の９月と今年の９月、「新ごみルール」実施前と実

施後の比較になっております。例えば、「枝・葉・草」については、去年の９月は１６％

でしたが、「新ごみルール」実施によりまして２％と、減っている状況にあります。これ

も、分別収集したことで、「燃やせるごみ」からこの分が出ていっているということでご

ざいます。 

それから、生ごみです。去年の９月が３２％で、今年については生ごみが４７％と組成

上は増えておりますが、これは分かりづらいのですけれども、若干減っております。 

それから、紙類です。去年は３２％だったものが、今年は３１％となり、組成の率では

大して変わっていないのですけれども、量的に見ますと、「雑がみ」収集を開始したとい

うことで、減っている状況になっております。 

その下の「燃やせないごみ」です。特徴的なものを言いますと、プラスチック類は去年

の９月は３８％でした。これについては、今回、「新ごみルール」で製品プラスチックを

「燃やせるごみ」に移行したことが恐らく影響しているのではないかと思いますけれども、

今年の９月ではプラスチック類は１５％というふうに組成率も量も減っております。 

一方、小型家電は４％が１９％ということで、今回、「大型ごみ」が指定袋で出せると

いうふうに基準を緩和した結果で、小型家電等については増えていると考えております。 

以上、ごみの量と組成を示した表についてご説明させていただきました。 

続きまして、７ページをご覧ください。 

３の「ごみステーション対策」です。 

（１）の「さっぽろごみパト隊の活動状況」ということで、平成２１年４月から９月ま

での活動状況をお示ししたものです。ごみステーションのパトロールをした延べ箇所数で

すが、８０万１，９５３カ所をパトロールしております。パトロールする中で、不適正排

出の開封調査を行ったものがございまして、開封袋数が５万８，５４４袋となっており、

そのうち排出者が特定できたものが１万１，１１６袋となっております。この排出者が特

定されたものについては個別指導を行っているところでございます。 

（２）の「ごみステーション管理器材の購入助成の状況」です。これについては、去年
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８月から今年の９月末までを集計したものになっております。ごみ飛散防止用のネットと

カラスよけサークルです。ごみ飛散防止ネットについては１枚につき５，０００円を上限

で支援させていただいているものですけれども、累計で１万１４４枚を助成しております。 

カラスよけサークルは、１基７，０００円というものですけれども、累計で６，０１７

基助成させていただいております。 

一番右になりますけれども、助成金額は４，９６２万７，８００円という状況になって

おります。 

その下に※印で書いております既存共同住宅のごみステーション分離を円滑に促進する

ため、箱型のごみステーション設置助成を今年の１２月から開始する予定になっておりま

す。 

続きまして、（３）共同住宅のごみ排出マナー改善に向けた主な取り組みということで、

大きく２点ほど挙げさせていただいております。 

１点目は、「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」の施行とい

うことで、去年の４月から施行しているものです。主な内容としましては、新築の共同住

宅に係るごみステーションの設置で、これは６戸以上の新築共同住宅になりますが、ごみ

ステーションを設置するというものです。 

それから、既存の共同住宅に係るごみステーションの設置・分離ということで、これも

６戸以上になりますけれども、近隣の住民の皆さんとごみステーションの共用がうまくい

かない場合は原則として敷地内にごみステーションを設置するというものでございます。 

３点目は、所有者、管理会社等から居住者への分別指導等も行っております。 

それから、あっせん仲介業者による入居時のごみ出しルールの周知等も、逐次、行って

いる状況でございます。 

また、先ほども出ましたけれども、「さっぽろごみパト隊」による入居者に対する排出

指導、ごみステーション分離促進についても行っているところでございます。 

２点目ですけれども、札幌市共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会を設立いたし

ました。 

今年の２月になりますけれども、その中の活動状況としましては、居住者のごみ排出マ

ナー改善に向けた対策を協議しているものです。会員は不動産関係団体６団体と管理会社

３社から成っております。 

冒頭にお話ししましたけれども、「新ごみルール」が開始する今年の７月１日ですけれ

ども、町内会と協働しまして、早朝パトロールも実施したところでございます。 

最後になりますが、共同住宅専用ごみステーションにおいてモデル事業を実施中という

ことで、これは排出改善に取り組んだ改善事例を紹介するためのモデル事業を、現在、実

施中でございます。 

（４）（５）につきましては、ごみステーション数の推移を表した表になっております。 

平成１６年度のごみステーションの合計は３万１，３０８カ所で、平成２１年度は３万
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６，１０９カ所になっております。１６年から２１年で言いますと、合計で５，４６７カ

所の増加が見られているということでございます。 

（５）のごみステーションの増減内訳及び専用共用区分ということで、２０年度と今年

の９月末現在の２年度を出しております。２０年度は、年度当初については３万３，６５

３カ所に対して、新設あるいは分離、廃止を増減しますと、20 年度末数で３万４，７４７

カ所になるというものです。 

今年の９月時点では、この年度末ごみステーション数が３万６，１０９カ所ということ

で、１年で１，３６２カ所増えております。それぞれ右の方に、専用ごみステーションと

共用ごみステーションを内訳として記載しております。 

続きまして、８ページに入らせていただきます。 

「スリムシティさっぽろ計画」は、冒頭にお話がありましたけれども、ごみ量管理目標

が設定されておりまして、その目標の達成状況についてお示しした表になっております。 

一つ目は、ごみ減量目標で、これは「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」になります

けれども、廃棄ごみの目標と平成２１年度の見込み量を表に表したものです。目標は、廃

棄ごみ量全体については、中間目標と最終目標を設定させていただいておりますが、中間

目標については、１６年度実績と比較しまして、平成２２年度までに率で２０％以上減量

するのが目標です。最終目標は、平成２９年度までに３０％以上減量するというものです。

もう一つ目標として掲げているものが家庭から出る廃棄ごみ量です。１人１日当たりの廃

棄ごみ量は、平成１６年度が６４５グラムであったのに対しまして、中間目標の平成２２

年度までに５００グラム以下、平成２９年度の最終目標では４００グラム以下にしようと

いうものでございます。 

（２）に平成２１年度の見込み量をお示ししております。平成１６年度ですが、一番上

に「８２．４」とあるのですが、これは事業系ごみと家庭系のごみを足した合計になって

いまして、８２万４，０００トンということです。白い部分が、その下に「３８．４」と

ありますけれども、３８万４，０００トンが事業ごみになります。網かけの４４万トンは

家庭ごみ量です。事業系ごみが３８万４，０００トン、家庭系ごみが４４万トン、合計８

２万４，０００トンあった廃棄ごみですが、これが平成２１年度の見込みで合計５８万２，

０００トンということで、率にしますと約２９．３％の減となっております。量にすると

大体２４万トンの減ということです。 

この率を中間目標、最終目標と比較しますと、中間目標は２０％でしたので、中間目標

はクリアできているということです。２９年の３０％以上の減量にほぼ近い数字になって

いるということで、大幅に減量しているのではないかと思っております。 

続きまして、９ページになりますが、二つ目の目標でリサイクル目標があります。これ

はリサイクル率で設定しているものですけれども、平成１６年度は１６％だったのですが、

中間目標の平成２２年度までには２５％以上にしようということです。最終的には、平成

２９年度までに３０％以上にしようというものでございまして、（２）をご覧いただきた
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いのですが、２１年度の見込み量としましては、量的にも増えまして、１６年度が１６％

のところ、見込みでは２４．８％というふうに伸びております。中間目標が２５％ですの

で、ほぼ中間目標値にあるというものでございます。 

続いて、３番目ですが、焼却ごみの減量目標も設定させていただいております。 

目標ですが、平成１６年度の実績と比較しまして、中間目標である平成２２年度までに

焼却ごみを１６万トン以上減らしましょう、最終目標の２９年度までに２４万トン以上減

量しましょうというものでございます。 

（２）に２１年度の見込み量をお示ししておりますけれども、この焼却ごみは事業系と

家庭系のごみを足したものです。１６年度については７０万２，０００トンあったものが

２１年度の見込みですけれども、５０万５，０００トンということで、量にして約１９万

７，０００トンの減になっておりまして、中間目標であります１６万トンは恐らく十分達

成可能であると考えております。２４万トンについてはもう少し減らす必要があるという

状況でございます。 

１０ページになります。 

最後の数値目標になります。埋立処分量の減量目標です。 

目標ですけれども、埋立処分量については、平成１６年度実績と比較して、２２年度の

中間目標として２０％以上の減量、２９年度の最終目標として３０％以上の減量を目指し

たものです。 

これによりまして、埋立処分量は、平成２９年時点の残余年数が８年だったところを１

２年までに延命しようというものでございまして、２１年度の見込み量で言いますと、１

６年度が２２万２，０００トンで、これが２１年度の見込みで１５万６，０００トン、率

にしますと２９．６％の減ということで、中間目標はクリアしており、最終目標の３０％

にほぼ近づいているような状況です。「スリムシティさっぽろ計画」で掲げております数

値目標については、今の説明のとおり、非常にいいペースで進んでいるのではないかとい

うふうに考えております。 

最後の１１ページは、参考として資料をつけさせていただいております。 

市民の自主的な取り組みの支援施策についてと、事業系ごみについては大幅に減ってい

るのですけれども、その事業系ごみの減量リサイクル施策について今までどういうことを

やってきたのかということをお示しした表になっておりますので、後ほどご覧になってい

ただければと思います。 

以上で、「スリムシティさっぽろ計画の実施状況について」の説明を終わらせていただ

きます。 

○吉田会長 詳しいご説明をどうもありがとうございました。 

今のご説明に関して、ご質問がいろいろあるかと思います。あるいは、ご説明にないこ

とも含めて、せっかくですので、ぜひこの際にご質問、ご意見を出していただきたいと思

います。 
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ご意見がある方はお手を挙げていただきたいと思います。 

○湧井委員 新聞やテレビで「雑がみ」に段ボールが混じっていて、非常に効率が悪くて

困っているというのを見ました。それと関係して言いたいのは、私は町内会で月に１回集

団資源回収を行っています。最終日曜日の９時からやっているのですが、段ボールが一般

家庭からは出てくるのですが、集合住宅からは全く出てこないのです。ちなみに、今週の

「雑がみ」の日に回ってみたら、案の定、集合住宅のところにたくさん段ボールが出てい

るのです。 

それで、ここでは取り扱わないのかもしれませんが、今回の概要（スリムシティさっぽ

ろ計画の実施状況について 平成21年11月13日 札幌市環境局）を見て考えるのですが、

集団資源回収に対する位置づけをして、ダンボールなどは積極的に集団資源回収で取り扱

うようにし、「雑がみ」の分別効率を改善する。さらに、その集団資源回収もあわせて収

集ごみ量の表にすると全体の流れが見えてくるかと思います。 

また、去年の２０年４月ですが、ごみステーションの要綱ができてから変わったのです

が、それまではマンションは非常に協力してくれなくて、ごみが散らかりっ放しで困って

いたのです。ところが、要綱ができてから、非常に前向きにごみ処理をするようになった

のです。ですから、要綱の中に、マンション業者、要するに所有者や管理会社が居住者へ

ごみの分別指導をすると書いておりますが、集団資源回収についても同じようなことをす

るような指導をしたり、入居に際しては地元の町内会や自治会と排出日について確認して、

入居者に対して周知させるということをやると、２０年４月の改正した段階でかなり効き

目があったので、この集団資源回収も進んで、多分、ほとんど段ボール等については集ま

ってくるのではないかと私は思っているのです。 

そういうことを一つ提案したいし、市の方でそういう状況をどういうふうにつかんでい

るのかをお伺いしたいと思っております。 

要するに、そういう指導をしてはどうかということと、集団資源回収をある程度表に入

れて、全体の流れの中で、多分、紙類が減ったというところはどこかに流れているはずで

すから、集団資源回収が増えていれば計算が合うと思うので、そういうことを分かるよう

にしてはどうかと思います。 

以上です。 

○吉田会長 どうもありがとうございました。 

まず、紙の問題ですね。集団資源回収の問題と、この表では集団資源回収に行った部分

との比較がないので、その問題についてのご質問だったと思いますが、いかがですか。 

○事務局（北川ごみ減量推進課長） ごみ減量推進課長の北川でございます。 

ただいま、集団資源回収のお話がございました。資料の中に集団資源回収の実績を含め

たもの等々を載せたらどうかということでございます。 

現実、集団資源回収は、登録団体も年々増えてきているということで、特に、昨年から

今年にかけましてはその伸びも顕著に高くなっている状況でございます。特に、マンショ
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ンの管理組合の登録が比較的高くなってきている状況でございます。 

もう一つは、集合住宅の関係でございます。「雑がみ」も含めて段ボールなどについて

は資源物になるので、集合住宅の方からなかなか集団資源回収に回ってこないというお話

もございました。入居者に対しての説明云々というお話もございました。 

こちらにつきましては、私どもも集団資源回収の部分については、これまでも回収業者

の組合などにお話をしながら、資源物の回収について効率を上げるような形でいろいろな

協議をしているところにございます。特に、今ご指摘のございました入居者に対する説明

会などについては、今後、検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

なお、集団資源回収の回収量、団体でございますけれども、お手元の資料の一番最後の

ページの参考というところでございます。その中の一番上に団体数、回収量が書いてござ

います。ただ、集団資源回収につきましては、２１年度の部分については来年１月から奨

励金の交付作業が入るということで、その時点で回収の実績が分かるということでござい

まして、現時点では回収量等は分からないということで、とりあえず２０年度までの分を

載せていただいたということでございます。 

○吉田会長 紙の問題は、前の審議会でも、集団資源回収と「雑がみ」回収の関係につい

ていろいろと議論があったところですし、まだ不徹底という点は十分にあるわけです。「雑

がみ」の選別センターも造っていただいて、今、進行中の問題だと思います。 

他の点でもよろしいですけれども、他にご質問がありましたらいかがでしょうか。 

○草野委員 私は今回からの委員なので、分からない部分が多々あります。 

 一つは、「雑がみ」の回収については、ご相談ですけれども、現場を見にいきたいとい

うことがあります。状況が全部分かっていないだけに、今回お話しできない点があるので、

可能であれば、そういった機会があれば大変うれしいと思います。 

もう一つは、お聞きしたいのですけれども、私たちは青年層を相手にしていて、町内会

や商店街の方とお話をすると、若者のごみ出しマナーが悪いと言われることが多かったの

です。そこで、独自に調査をしてみたところ、２０代後半の男性の１０人に１人が、環境

に関する情報が届いていないということです。これは、団体の簡単なアンケートなので、

正確な数字ではないのですけれども、そういう傾向が出てきました。他の年代や男女の関

係を見たときに非常に高かったのです。 

お聞きしたいのは、どういった人たちが不適正な出し方をしているのかというデータな

どは取っているのかということです。分かれば、教えていただけたらと思います。 

○吉田会長 今のご質問についてはいかがですか。 

 「雑がみ」の排出しているところを見たいということですか。 

○草野委員 特に見たいのは、回収した先の流れです。 

○吉田会長 「雑がみ」の選別をしているところですか。東区に新しくできたところです

ね。 

その辺も含めてご回答はありますか。 
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○事務局（石川ステーション対策担当課長） ステーション対策担当課長の石川です。 

草野委員の不適正排出について、どういった年齢層が多いのかというお話ですが、年齢

層別に、どういった方が不適正排出しているかという調査は特にしておりません。ただ、

一般的傾向として、ごみステーションパトロールでは、共同住宅の多い地域や地下鉄沿線

の地域で不適正排出が多く見られています。 

「さっぽろごみパト隊」は、不適正排出者の指導を主な業務の一つとしておりますけれ

ども、７月から「新ごみルール」が始まったばかりですので、現時点では、まずは「間違

って出されていませんか。」、「今後、分別についてご協力をお願いします。」という啓

発的な形で市民に接しております。 

そう言ったこともありまして、繰り返しになりますけれども、年齢まで聴き取るような

調査はしていないのが実情です。 

○吉田会長 「さっぽろごみパト隊」の問題については今のお答えで分かったと思うので

すけれども、いわゆる摘発型ではなくて、まだルールが徹底していないので、それをよく

お知らせするという感じでやっておられるということだと思うのです。それから、年齢層

についてはまだはっきり分からないということですね。 

「雑がみ」の状況についてはいかがですか。 

○事務局（富田企画課長） 中沼雑がみ選別センターの見学の件ですが、ご希望の方がい

らっしゃれば、調整させていただきたいと思います。 

○吉田会長 「雑がみ」がどう出されていてというのは懸念材料でもありましたので、現

状について検討する、あるいは見学するのは意味があると思いますので、後ほど事務局と

も詰めてみたいと思います。 

それ以外はいかがですか。 

○伊藤委員 私どもは地域によっていろいろなご意見を承るわけですけれども、まだ始ま

ったばかりですが、ごみのカレンダーですね。これが、どうも高齢者の方は見にくいので

す。色など、もう少し大きければもっと見やすいと思うのですけれども、どうも皆さんか

らそういう意見が多いのが事実です。その点は、まだ始まったばかりで、見直しはあるの

か、ないのかということを思っています。 

○吉田会長 ごみ出しのカレンダーの字が小さいということですか。 

○伊藤委員 もう少し大きければ見やすいのではなかろうかというお話がよく聞かれます。

それと、例えば、北区でも、必ず「燃やせるごみ」が週２回、月曜日と木曜日というふう

に全部が一律であればいいのですけれども、地域によって、火曜日と金曜日とあるのです。

そうしたら、他の地域のものまで全部ついていなくても、地域によってカレンダーを作っ

てくれればなお結構でないかという意見も非常に多いです。 

○吉田会長 今はどういうカレンダーになっているのでしたか。 

○事務局（粟崎業務課長） 業務課長の粟崎でございます。 

私からご説明させていただきます。 
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今お話のありましたカレンダーですけれども、現状、市民の皆様方にお配りしておりま

すのはこういったカレンダーでございます。これは中央区のものでございますけれども、

今回お配りしたのは７月から来年の３月までの９カ月分ですけれども、一つの地区のカレ

ンダーがこちらのＡ４判１枚に収まっております。ですから、紙としてはＡ３判になって

おりますが、このカレンダー自体は三つの地区のカレンダーが入っているということです。 

確かに、今ご指摘いただきましたように字が小さめなのでお年寄りの方などには見にく

いのではないかというご意見と、他の地区のものといいますか、複数の地区のものが入っ

ておりますので、一応、どこの住所がどの地区のカレンダーですということにはなってお

りますが、そこを勘違いされる、探しにくいというご意見も賜っているところでございま

す。 

これにつきましては、このカレンダーは毎年作成して、配布していくわけですけれども、

来年度の４月以降のカレンダーについてどのような形がよろしいのかということで、１２

月上旬にでも町内会の皆様方や市立大学の学生、先生方にもお集まりいただいて、いろい

ろご意見を伺った上で、改善できるところは改善していきたいと考えているところでござ

います。 

○吉田会長 改善する方向で検討したいということだと思います。 

○伊藤委員 ご了解いたしました。 

○吉田会長 その他、いかがでしょうか。 

○中川委員 先ほどご説明いただいた資料の中で、地区ごとに説明会を実施した状況が載

っておりますけれども、参加者が１３万人ということですね。これは、概ね１世帯１名ぐ

らいが集まるのでしょう。そうしますと、大体１０％から１２、３％の参加率かというこ

とです。只今のいろいろなご意見を聞かせていただいておりますと、まだ出発した段階で

すからいろいろな問題点もあるだろうと思うのです。ですから、これからの啓発活動につ

いて、再度具体的な問題点などを市の方で検討していただいて、それらも含めた中で、ど

こかの時点で説明会などをやる必要があるのではないかと思うのです。その辺のところは

いかがでしょうか。 

特に、先ほど副会長のお話にありました生ごみなどは、これからは非常に大きな問題に

なるのだろうと思います。「雑がみ」についても、段ボールは別ですけれども、それ以外

のものに認識の違いもあるでしょうから、そういう面についてもう少し説明会なりＰＲ活

動が必要な時期が来るのではないか、どこかの時点でやるべきではないかと思うのですけ

れども、どんなものでしょうか。 

○事務局（高橋調査担当課長） 調査担当課長の高橋と申します。 

この「新ごみルール」が始まる前は、説明会をやらなければということで、人も確保し

ましたし、予算の手当もしました。数千万円がかかるのですけれども、そういった説明会

をやりました。 

その後は、通常、今までもあるのですが、「出前講座」というものがございまして、要
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望があれば出かけていって、ご説明をする、意見交換をしてくるという制度ですけれども、

そういった形でやっていくことを想定しておりました。どこかの時点で、例えば半年ある

いは１年、２年が経った時点でまた大々的な説明会をやるということは考えていなくて、

先ほど申し上げたように、人やお金の手配がありますので、必要性があればもちろんやる

と思いますが、今のところは考えていないです。 

○吉田会長 そういうお答えですが、結局、これは今後の審議の進め方ともかかわります

ので、一応、市の担当部局としては、さらに同じことを繰り返す予定はないというお答え

だったと思いますけれども、どうですか。 

○中川委員 要は、啓発を徹底して、とにかく市民はルールを守らなければいけないとい

うことです。ですから、どういう形であれ、ルールさえ守ってもらえればスムーズに流れ

るわけですから、全体の説明会ではなくても、そういう啓発活動を充実してやっていただ

ければいいと思います。 

○吉田会長 では、環境事業部長、お願いします。 

○事務局（長岡環境事業部長） 今、中川委員からお話がございましたが、私どもは、今

の状況では、それなりに市民の方々のご協力をいただきまして、分別もリサイクルもある

程度の水準までは来ているものと思ってございます。ただ、ここで手をこまねいて何もし

ないということではございませんし、そうなりますと、一般的に言われているリバウンド

という問題もございます。ですから、これ以上の資源物の協力度を上げていく、それから

先ほど草野委員からは青年層、俗に言うひとり暮らしの方々など、まだ徹底されていない

方々に対するさらなる周知徹底は、当然のことながら、お役所的に言うとお金もないとい

う話にもなってまいりますので、そういう言い訳はしない中で工夫を凝らして効果的な啓

発活動も当然してまいりたいと思っております。 

それから、「出前講座」というお話もございました。今、「新ごみルール」がある程度

市民の方々にご理解いただいて、定着しつつあるとは思っておりますけれども、もしそう

いうご希望があれば、さらに積極的にそういったリクエストにお答えしてまいりたいとい

うふうにも考えております。 

また、先ほど、次は生ごみだというお話もございましたけれども、仮に別に新たな分別

の課題があって、それを市民の方々にお願いするということがありましたら、そういった

部分を集中的、効果的に市民の方々にお伝えするということもしていかなければいけませ

んので、適宜適切な対応は当然してまいりたいと思っております。 

○吉田会長 今の環境事業部長のお答えで方向は大体出てきていると思います。 

あと、先ほどのご説明について何かさらにご質問がありましたらどうぞ。 

○佐藤委員 私も、初めてこの審議会に参加しまして、分からないところがあります。 

ちょっと的を射ているかは分かりませんが、１１ページの先ほどのご説明で、市民の自

主的な取り組み支援の施策についてというところで、段ボール堆肥化セットを助成すると

いうものがありました。私どもも団体で研修会に堆肥化をしようということで取り組んで、
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生ごみ堆肥化の先生をお招きして、１８日に実施するのですが、この段ボール堆肥化セッ

トは９月末で３，００６個を助成しているそうですね。これの予備はもうないのでしょう

か。それとも、これからも助成として出していただけるのかどうかです。一つも在庫がな

くて、講師の方のご自宅から持ってこなければ実物がないという現実があるのです。 

私ども主婦は、生ごみが問題になっていて、なかなか減らないので、生ごみを堆肥化で

きたらいいのではないかということで、研修会を開こうとしているのですが、これで今年

度は終わりなのかどうかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉田会長 今のご質問はどうですか。 

○事務局（北川ごみ減量推進課長） 段ボール箱の堆肥化セットの関係でございますが、

今年につきましては、予算的にはトータルで２，５３０個の予算で当初スタートいたしま

した。しかしながら、有料化という部分と市民の皆様のごみの減量に対する意識が高まっ

ているということで、生ごみの段ボールの堆肥化セットも４月早々から大変な売れ行きで、

５００個ほどさらに追加いたしまして、３，０００個を超える数の販売を行ってきたとこ

ろでございます。 

しかし、残念ながら、９月上旬ぐらいをもって予定数は完売しているということでござ

います。したがいまして、今年につきましては、市からの低廉な価格の段ボール箱の堆肥

化セットの販売はございませんけれども、来年度以降、この部分の充実を含めて、検討し

ていきたいと考えております。 

○佐藤委員 タイミングというものがありますね。お金がかかるのは承知しておりますけ

れども、予定の変更はなさってくださっても……。 

 これは、そういう声はあまりないでしょうか。「もっともっと」という要望というか、

需要の要求はないのでしょうか。 

○事務局（北川ごみ減量推進課長） 段ボールの部分につきましては、確かに先ほど申し

上げましたように、４月早々から非常に売り上げの反響はございました。ただ、この堆肥

化のセットにつきましても、段ボールの他に、密閉式のバケツ、戸建てであればコンポス

ターに対する助成、さらに家庭でできる電動生ごみ処理機を昨年まで２００台程度の助成

を考えて実施してまいりましたけれども、今年度は有料化という部分がありまして、それ

を１，０００台に増やしました。さらに、途中、経済対策の一環で１，５００台を追加す

る形で展開しております。 

したがいまして、段ボールは低廉な価格ということではございますけれども、バケツや

コンポスターや電動生ごみ処理機などのご利用もあるということで、大体７月ぐらいがピ

ークだったのですが、それ以降につきましては、特に問い合わせ等は来ていないところで

ございます。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

１６年からやっているのですけれども、私どもは取り組みが遅れまして、非常に皆さん

は張り切りまして、「ないなんておかしい」と。説明にいらっしゃるのに、一つもないと
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いうのは、ちょっとねと思いました。現実を見て、皆さんにＰＲしていただければいいの

ではないかと思ったのです。安いということで売れ行きがよかったのでしょうね。他のも

のと比べても一番ですね。 

分かりました。ありがとうございます。 

○吉田会長 この問題は、また今後の課題のところで関連することだと思います。 

他のご質問はどうですか。 

○大野氏（石岡委員代理） 日本チェーンストア協会の代表の代理として来ておりますマ

ックスバリュの大野と申します。 

一つ、この報告を聞いて、市の見解として、意識として、この成績はうまくいったのだ

というのか、こんなものでしょうというのか、出来が悪かったのかということを意識とし

てはっきりと市民に呼びかけるべきだと思うのです。僕は、この資料を見て、すごくうま

くいったのではないかと思っております。これは、民間の普通の企業だったらここまでは

いかないでしょう。 

その中で、お願いがあるのは、これだけ分別によってごみが減少したわけですから、手

弁当を持ってあちこちに行ってやるというのではなくて、今は、ＩＴの世界でもあります

し、テレビもありますし、老人の方もテレビは見ますので、「あすは何の分別の日です」

という形の呼びかけにすればもっと減るのではないかと思います。 

あと、生ごみの話もございますけれども、分別することによってこれだけ減少しており

ますから、これはまだ次の次の段階かと思うのですけれども、見ていて腑に落ちなかった

のは、５ページでございます。不適正な排出の割合が５ページに書いてあるのです。非常

にいい状態で、ごみ量が減っていて、構成している率も去年よりは１％以上減っていると

いう中で、先ほど「雑がみ」の話をしていたのですけれども、「雑がみ」に段ボールが入

っているということなのでしょうか。この不適正な排出の内容は、何が混じっているとい

う見方なのでしょうか。 

○吉田会長 では、最後の話からお願いします。 

○事務局（粟崎業務課長） ５ページの不適正排出の関係についてご説明させていただき

ます。 

不適正排出といいますのは、本来出していただくべきごみでないもの、曜日が間違って

出されているもの、本来の分別とは違う混ざり物が入っているものを不適正排出というふ

うにカウントさせていただいております。ですから、「雑がみ」の日に段ボールが出てい

ることにつきましては、本来は集団資源回収等に出していただきたいのですが、集団資源

回収が実施されていないとか、回数が少なくて家に置いておけないという事情で出されて

いる場合は可としておりますので、これについて不適正という数え方はしてございません。 

○吉田会長 それから、全体として市としての評価はどうですかということです。環境事

業部長から一言お願いします。 

○事務局（長岡環境事業部長） 「新ごみルール」になってから４カ月でございます。で
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すから、ここの資料にまとめた限りの内容でお話をすれば、私どもとしては、冒頭にごあ

いさつさせていただいたとおり、市民の皆様方のご理解を十分いただいて、相当な減量、

リサイクルに市民の方々に取り組んでいただけたものということで、一定の評価はできる

ものだと考えてございます。 

そういったことを市民の方々に呼びかけて、さらにご協力をというお話だったかと思い

ます。私どもも全くそのとおりだと考えてございまして、これからも持続的にこの取り組

みを続けていくためには、市民の皆様方のご協力は欠かせないものだと思っております。 

したがいまして、７月から４週間サイクルで収集しているものですから、４週後、８週

後、１２週後、それから今回の資料は１６週後でございますけれども、私どもは広報誌で

もお知らせしたいと思っておりますし、タイムリーな情報を市民の方々にインターネット

を通じてホームページでも提供しております。当然、そういった情報はマスコミにもお知

らせして、できるだけ新聞に取り上げていただいて、市民の方々に直接的に見ていただい

て理解していただくような取り組みを、できる限りのことはしていきたいと思っておりま

すし、今後につきましてもいろいろな工夫ができると思っております。そういうことで、

市民の方々と一緒に取り組んでまいりたいと考えております。 

○吉田会長 この審議会の資料もすぐにホームページに出るでしょうし、札幌市のごみ関

係のホームページを見れば、市民が最新の情報にアクセスできるようにするのは非常に重

要なことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、特にこの問題で他になければ、次の今後の審議の進め方に移って、関係があ

ればまた戻りたいと思います。 

今、今後の課題も幾つか出ておりますので、今後の審議の進め方についてのご提案を事

務局からお願いしたいと思います。 

○事務局（富田企画課長） 企画課長の富田でございます。 

今後の審議会の進め方についてでございます。 

今回の第６期につきましては、この計画の進捗状況について委員の皆さんに客観的に評

価していただいて、ご意見を伺い、そのご意見等を参考とさせていただき、計画の達成あ

るいは施策の実行につなげていきたいというふうに考えているところです。 

スケジュールですけれども、今後、今年度については、２月上旬に２回目を予定してお

ります。現在、市民意識調査という１，５００人対象のアンケート調査をやっているので

すけれども、その結果についても２回目にはお示しできると思いますので、いろいろご意

見を伺いたいと思っております。 

そして、２２年度、２３年度は、それぞれ２回の開催を予定しておりまして、２３年度

になろうかと思いますけれども、皆様のご意見等を報告書のような形で取りまとめていき

たいと考えておりますので、ぜひご協力いただきたいと思っております。 

○吉田会長 今後の審議会の予定と、事務局の方で考えておられる案のご説明がありまし

た。 
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この際、皆さんからいろいろご要望等があると思いますので、出しておいていただけれ

ばと思います。２月の審議会、あるいは、その先の報告書がどういった形で出てくるかと

いうことにも関連して、こういうことを調査してほしいということも含めていろいろご意

見等を出していただければと思います。 

私の方から、私見になるのですけれども、この報告書にどういうものを載せていただく

かということにも関連して、一つは、現時点では４０％減になったということはかなり画

期的な成果であるわけですが、先ほどからご議論がありますように、いわゆるリバウンド

の問題も予想されます。先ほどの中川委員のご指摘にもあったように、まだまだ始まった

ばかりで、知らない人もかなりいますので、そういう意味での普及啓発を依然として続け

ていかなければいけないという問題もあると思います。それから、松田副会長のご指摘の

ように、生ごみですね。つまり、資源ごみはかなり減っておりますので、出されているご

みは生ごみが中心になっていまして、清掃工場に行っているごみも、水分が多くて、処理

方法もかなり変わるという問題です。それから、さらに減量するとすれば、生ごみの減量

化やリサイクルの問題をどうするかということが、次の課題というか、並行して、先ほど

の佐藤委員のご指摘にもあったと思いますけれども、そういうことが出てきていると思い

ます。それから、ごみステーションの問題ですね。これも、もちろん前よりは良くなった

のですけれども、引き続きどうするかということもあります。 

基本的に、何のためにこれをやっているかということに立ち戻る必要があると思うので

す。今の減量、有料化の問題というのは、今の上田市長が政策の中にも掲げられて、四つ

ある清掃工場のうち、一つを建て替えしなくてもいいようにしようと。それで、今の財政

負担を減らして別の用途に使うという提案があって、その意味では非常に明確だったわけ

です。ごみを減らすのは何のためにやるのかということはかなりはっきりしていたわけで

す。ごみを減らして清掃工場を一つ減らす、それで別の用途に財政支出を向けられるので

はないか、これはかなり重要だったと思うのですが、それだけではなくて、今、ご存じの

ように、地球温暖化の問題で日本の鳩山首相がＣＯ₂２５％削減ということを宣言したのだ

けれども、どうしたらいいかという段階にあります。 

考えてみるに、ごみで４０％減らしたというのはかなり重要な教訓なのです。私は、ど

うしてこれだけ減らせたかという手法はＣＯ₂を減らす上でも使えるし、それは動機づけが

非常にはっきりしていて、目的がはっきりしていた。それから、みんな自治体レベルまで、

あるいは町内会レベルまでやることがはっきりして、かなり徹底しました。これは非常に

大事な教訓なのです。 

その意味で、何のためにごみの減量をやるのかということです。それはＣＯ₂の削減やコ

ストの削減、予算の削減です。それから、市民の意識、環境負荷がどれだけ下がったかと

いうことを、せっかくこれだけやって、データがある程度あるわけですから、それをでき

るだけ分かりやすく解析して、市民の皆さんに返すということが、さらにごみを減らす、

それからＣＯ₂を減らす上でもすごく意味があると思うのです。 
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２００万人規模の都市でこれだけのことをやったところはまだないわけです。有料化を

やったところはいっぱいあります。札幌の周辺でもやったし、京都でもやっているわけで

すけれども、札幌は日本で一番大きい規模でやったわけですから、その意味では、札幌で

やったことを解析して、今後の方向を出していくというのは、日本でもすごく意味がある

し、ＣＯ₂を減らしていく上でもすごく意味があります。ごみはごみだけ、ＣＯ₂はＣＯ₂

ということではだめで、やはり、環境政策を統合して、それが環境だけではなくて、市民

の財政負担や生活の質がどういうふうになったかなどを解析して、市民もそれを共有する

ということがすごく大事だと思うのです。 

ですから、この審議会に付託されている報告書にどういう内容を入れてほしいか皆さん

からぜひ出していただいて、可能な限り、市もデータ、情報を公開するという姿勢ですの

で、いろいろと皆さんの要望を出していただければ、可能な範囲でそれに対応して、解析

もされるでしょう。 

評価というのは非常に大事です。予測の問題もありますけれども、やったことの評価と

いうものは、次の手段を考えて、今後どういう政策をとっていくかを考える上で大事です

ので、皆さんからも要望を出していただければと思います。 

○大沼委員 次回以降出していただきたい資料ということになると思うのですが、本日い

ただいた資料は、７月以降のデータをいろいろとお示しいただきましたけれども、できれ

ば、今年の４、５、６月、特に５月、６月の状況と昨年の同じ５月、６月と比較できるデ

ータをお示しいただけたらと思っております。 

それと関連して、７ページの３ ごみステーション対策（１）「さっぽろごみパト隊の

活動状況」というところです。これも４月から９月までのものが一括してありますが、可

能であれば、６月までのものと７月以降のものを分けた数字をお示しいただけたらと思っ

ております。 

○吉田会長 その理由は、6 月にものすごくいっぱい出たわけですね。それも含めて見な

いとだめだということですか。 

○大沼委員 それは、今、吉田会長からお話があったとおり、恐らく、これだけの大規模

の都市で、ただ有料化しましたというだけではなくて、市も町内会と協力して、また市民

の方々もこれだけのことをやったということは、いろいろな意味で先進事例として扱うべ

きで、また慎重に分析すべき部分もあると思うのです。 

 この審議会は、２３年度に報告書を出すということですので、来年の４、５、６月、来

年の７、８、９月のデータと今年、昨年のデータを並べたときにどうなのだというところ

と、リバウンドがするのか、しないのかということです。また、２０年度から既に始めた

集合住宅対策など、どこまで調査・分析できるか分かりませんが、その辺の効果を調査・

分析できるデータを少しでもいただけると、進捗状況の客観的な評価とありますので、次

の審議や評価につなげやすいかと思います。 

○吉田会長 私も同感です。他のご意見はどうですか。 



 - 26 -

○松藤委員 私は、別に新しいことを言うわけではないのですけれども、今まで委員の方々

が言われたことを聞いていて、私が思っていたこととほとんど同じでした。 

一つ目は、やはりフローです。物の流れを明確にすべきだということです。集団資源回

収は、助成のために集計していないという段階だと思うのです。それは、なるべくフィー

ドバックは早い方が望ましいので、ぜひ次回までにはきちんとまとめていただきたいと思

います。 

それから、事業系ごみについても気になっています。家庭ごみだけが減っていて、事業

系ごみはどうなっているのか。一緒に減っているのか、変わらないのか、逆に増えている

のか。その辺もあわせて、市のルールですから、市全体がどうなっているかということも

見ていただきたいと思います。 

二つ目は、パフォーマンスと言ったらいいのでしょうか、質と言ったらいいのでしょう

か。先ほど草野委員が言われたことは非常に重要だと思っていまして、集団資源回収は、

集めることが目的ではなくて、物を回収することが目的ですね。「雑がみ」として集めら

れたもののうち果たしてどれだけ紙になるか、どれだけがＲＤＦ、そして一番重要なのは、

どれだけの残渣が出るかです。これが非常に重要で、皆さんはご存じかもしれませんけれ

ども、「びん・缶・ペットボトル」の施設は残渣率が３５％を超えるという状態になって

いるわけです。これは、他の施設から比べても非常に高いのです。こういうことも非常に

問題なので、最終的にどこまでいくかということを質として押さえていただきたいという

ことです。 

今言ったのは「雑がみ」の施設ですけれども、同じように「びん・缶・ペットボトル」

と「容器包装プラスチック」についても、たくさん増えるということは、悪いものが増え

る可能性が非常に高いわけで、一旦は集まるかもしれないけれども、ごみになっているも

のが増えているかもしれません。そういうこともあわせて評価しなければいけないと思い

ます。それが、後での住民への協力の依頼になるということです。 

それと関連しまして、非常に気になっているのは、「燃やせるごみ」の質です。誰かに

話したときに、焼却は大丈夫なのかと言われたのです。要するに、紙がなくなって「容器

包装プラスチック」がなくなると生ごみばかりで、あれは事業系がないと燃えそうにない

という状況だと思います。 

この有料化でごみが減って「良かった、良かった」ばかりではなくて、他への影響があ

るかもしれないということも認識しなければいけないと思いますので、ぜひ清掃工場、そ

れから埋立地への影響についてもお願いしたいと思います。 

三つ目は、表示方法だけですけれども、例えば、３ページの図は、トンで書かれると私

たちは何のことか分からないのです。前の審議会では１人１日何グラムという表記をする

ようにしていたと思うのです。そうすると、実感としてよく分かるのです。そういった表

記をこれからもお願いしたいし、今、大沼委員が言われたように、累計ではなくて、でき

れば月ごとに集計していただきたいと思います。 
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最後に、吉田会長が先ほど言われたことですけれども、今回やったことは非常に画期的

だったと思うのです。有料化を実施した自治体というのはどんどん増えていますけれども、

ほとんど戦略がないのです。有料化をしたらごみが減るでしょうというだけでやっていた

のです。ところが、私たちは何をやったかというと、これをこうやったら、つまり、資源

ごみの選別以外に、「雑がみ」というカテゴリーを作って、「枝・葉・草」というカテゴ

リーを作って、こっちに行くでしょうという予想のもとにやったわけです。私は、３ペー

ジの図は、予想どおりの図であると思っております。そういった戦略的にやったものを評

価するということがまた新しいのです。 

今までの行政は、やりっ放しで、評価しないということがほとんどです。札幌市に限ら

ず、他の自治体もそうだと思うのです。それをきちんと評価するということが全く新しい

と思うのです。その中身としていろいろなことをやっていて、さっきから話題になってい

るマテリアルフローを明らかにする、つまり何がどこに行ったかをはっきりさせる。それ

から、市民アンケートをこれからやられるそうで、市民がどういう行動をしたかを明らか

にする。大沼委員が言われたように、管理としてどうやっているかということを明らかに

する。そういう多面的な調査をして、問題点が出てきますね。それを洗い出して、どうす

ればいいか、住民にはどういう協力を求めなければいけないか、あるいは集団資源回収を

どうしなければいけないか、さらに収集体制を変えなければいけないかもしれないですね。

そういったことを総合して評価するということが次回以降のこの審議会の役目になると思

います。だらだらという表現は良くないですけれども、目標を決めないと進みませんので、

次回には、このたたき台になるようなデータをぜひ出していただいて、具体的にどう評価

したか、どう協力を依頼するかというところまでスタートしていただきたいと思います。 

○大野氏（石岡委員代理） 評価の話をされていると思うのですけれども、多分、このデ

ータだけを見ていると、よほど関心のある方しか分からないです。そこで、申し訳ないで

すけれども、できれば金額で提示するような形にしていただければと思います。いくら減

ったらいくらのお金がかからなくなったのかということが分からないと、一般の消費者に

は分からないと思います。できれば金額に置きかえた形で、いくら減ったのか、どちらが

いくら増えたのかということが分かるように報告をいただければ幸いかと思います。 

○山田委員 個人的に非常に興味を持っていることが１点あります。何かと言いますと、

当初、有料化になるときに結構言われていたのですけれども、先ほど２０代の男性があま

り分別をしたがらないという話がありましたが、有料化が始まると、コンビニエンススト

アのごみが増えるのではないかということが言われています。当初は、そういう報道など

も結構されておりまして、気になっていたのですけれども、その後、何軒か知り合いの方

にお聞きすると、想定したよりはそれほど多くなかったということも聞いています。 

ですから、今後、評価するときに、例えば何らかの方法でコンビニエンスストアのごみ

が、金額でも容量でもいいのですけれども、どう変化していったかということで、市民の

啓蒙が高まったとかという一つのバロメーターになるのではないかという気がしなくもな
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いので、ぜひ検討していただければと思っております。 

○吉田会長 この話は、周辺の町村でも同じように問題になっていましたね。何か苦情な

ど聞いておりますか。家庭ごみがコンビニエンスストアに持ち込まれるという苦情はよく

出るところですが、札幌では特に何かありますか。 

○事務局（粟崎業務課長） 新聞報道等で、当初、コンビニエンスストアのごみが増えて

いるという報道が何件かございましたが、その後、報道機関での報道はそれほど多くない

というふうに認識しておりますし、市民の皆様方なり、もしくはコンビニの経営者、チェ

ーンストアの本部等々からそういった苦情が我々に寄せられているかといいますと、特に

ございません。 

○吉田会長 そういうことらしいですね。 

時間もありませんので、結局、いろいろとご要望が出たのですが、三つの面があります。

松藤委員が言われたように、ごみのフローがどういうふうに変わったのかということです

ね。排出そのものが抑制された、あるいは「雑がみ」の方に行った、それから今の集め方

でも幾つか問題があるので、そういう質の面と量の面で、ごみのリサイクルを含めた流れ

の変化をできる限り分かる範囲ではっきりさせてほしいのです。 

それから、大沼委員や草野委員がおっしゃった市民の意識で、お年寄り、若い人も含め

て、年代的な問題や居住区、居住形態も含めた面での意識調査を市でもおやりになるとい

うことですね。 

もう一つは、大野氏もおっしゃっていたのですけれども、私も、経済学的な面で言いま

すと、まだ４カ月ですからはっきり言えないと思うのですが、当初、市長が掲げられてい

た清掃工場一つを建て替えしなくてもいいという場合にはどのくらいのコストが浮くか、

それから、そもそもごみ処理にかかっている費用がどの程度なのか。廃棄物会計は非常に

難しくて、環境省など幾つかが新しくこういうふうに計算するということで出してきてい

ますけれども、一番問題になるのは施設に係る減価償却のコストの配分の仕方などいろい

ろありますが、お金の問題とおっしゃっていたのは、ごみを減量することでどれだけごみ

処理コストが減ったか、あるいは、増えたかということで、計算の仕方をはっきりさせた

上で、そういう面でもできるだけデータを出していただけないかということです。これが

分かると、市もこれだけ努力したのでこれだけ減らせた、そうすると、その予算は社会福

祉など別に使えるという期待や要望も出てくるし、市長の施策としても非常に大事だと思

うのです。 

主にごみ質や市民意識、コストの面、今後の課題につながるようなデータ解析をできる

範囲でやっていただきたいという要望だったと思うのですが、環境事業部長、どうでしょ

うか。 

○事務局（長岡環境事業部長） 今、会長から幾つかの視点でまとめていただきまして、

ありがとうございました。 

もとより、私どもは、これまではどうだったかは分かりませんけれども、きっちり点検
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していただいて、その上で評価をいただいて、そのご意見をいただいた上で今後の施策に

も反映させてまいりたいと考えております。その前提となるのは、当然、市民の方々にも

ご参加いただいて、協働という言葉をよく使っておりますけれども、一緒にごみを減らし

てリサイクルしていきましょうという取り組みをしてまいりたいと考えてございます。 

その基本姿勢は変わっておりません。ただ、どうしても私どもはこういう言い方で、決

して逃げている訳ではございませんで、その裏付けとして、委員の方もおっしゃっており

ましたように、金額的な提示を絡めてというお話もございまして、お金の問題がついて回

りますので、そのあたりもコストが、結局、今回の「新ごみルール」で増えたのか、減っ

たのかという観点からも評価してまいりたいと思っておりますし、今後についても、極力、

経費のかからないような経済的な視点も持ち合わせながら、効率的な運用を図って、ごみ

の減量・リサイクルを進めてまいりたいと思っておりますので、そういった観点からもア

ドバイスをよろしくお願いしたいと思います。 

いただいたご意見の中で出せる資料につきましては、次回は２月を予定してございます

けれども、できるだけのものはこの場に提出したいと思っております。 

それから、先ほど今後のスケジュールの中で２月に会議というふうにお話ししましたけ

れども、先ほどお話がございました視察もその間に絡めて、ぜひご覧いただきたいと思っ

ております。できれば審議会として行った方がいいと思っておりますけれども、そのあた

りの運用の方法はまたご相談させていただきたいと思います。 

○吉田会長 今、部長からご回答というか、方向性のお話がありましたが、基本的に私も

先ほどの皆さんのご要望を受けて、それから、先ほど言っていた「雑がみ」の選別などが

どうなっているかについては、審議会として、うまく日程をつけて、できるだけ皆さんが

参加可能な方法で一緒に行って現場で議論するということは意味があると思いますので、

事務局とも調整して、これから寒くなりますし、冬場にあそこへ行くのは大変なのですけ

れども、ぜひ検討したいと思います。 

もう時間が大分経っているのですが、特に皆さんから追加のご要望はありますか。 

○湧井委員 有料化の話です。 

有料化はごみの減量に非常に役に立っていると思っているのですが、有料化して、大分

減ったと。しかし、表を見ると、「びん・缶・ペットボトル」などは増えていますね。今

年の９月と去年の９月と比較したものでも無理やり当てはめてみると、さらに「容器包装

プラスチック」が１，０００トン、２，０００トンぐらい出てきそうな感じなのです。 

そこで、コストの問題ですが、いただいているクリーンさっぽろの資料によると、「び

ん・缶・ペットボトル」は大体トン当たり９万３，０００円、「容器包装プラスチック」

が５万９，０００円、家庭ごみ全体で３万６，０００円と、非常に高いコストのものがか

なり増えているのです。 

ここのところを攻めないと、一生懸命やった結果、高いものについてしまう気がするの

です。要するに、専門業者の方ですね。専門業者の方が集まってきて、どういう分別をし
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たらいいのか、どこに問題があるのか、どういうふうにすればもっと安くなるのかという

ことを業者間で情報交換するなりしていかないと、この辺のコストが高いままになってし

まうと思うのです。そういうところをぜひとも議論していただきたいと思います。 

というのは、私は市民として有料化は賛成なのですが、あまりにもこれ以上金額を増や

したくないのです。できれば今のコストで何とか頑張っていただきたいという観点から、

特に収集処理のところを、例えば、既に改良されて安くなっているのかもしれませんが、

その辺を把握したいと思っております。 

○吉田会長 今のご意見は、私もこの問題にかかわったことがあるのですけれども、要す

るに、「容器包装リサイクル法」の日本の制度上の問題に大きくかかわっている訳です。

ですから、市だけを責めてもしょうがなくて、日本全体の「容器包装リサイクル法」の制

度が変わらないと、ドイツみたいなＤＳＤ（デュアルシステム・ドイチュラント）で別に

集める、コストも市はかかわらないというふうにやるのが一番徹底しているわけです。し

かし、今の場合は、札幌市、行政が収集、運搬、分別という一番コストのかかるところを

全部負担させられている訳です。だから、ペットボトルがその結果としてすごく増えてい

る訳です。その前までは自粛すると言っていたものが、「容器包装リサイクル法」が入れ

られてから増えたというのはその典型なわけです。ですから、私は制度上の欠陥だと思っ

ていて、これは日本の制度を変えなければだめなのです。だから、おっしゃった点はその

とおりですが、市を責めてもというところなのです。市で変えられるのは、「びん・缶・

ペットボトル」の収集方法などで、別々に集めれば一番いいのですけれども、さらにコス

トがかかるわけです。別々に集めれば、松藤委員がおっしゃったように、残渣は増えない

わけです。今は一緒に集めているから残渣が増えるわけですが、それは矛盾してしまう問

題があるわけです。けれども、根本は今の「容器包装リサイクル法」の問題なわけです。 

○湧井委員 それでは、処理費に関してはこのまま動かないと。 

○吉田会長 それは工夫のしどころはあります。けれども、市がああいう形で負担せざる

を得ないというのは、「容器包装リサイクル法」の制度を変えないとだめだということが

基本にあるわけです。それは私も本に書いたし、ずっと言っています。別に日本のタイプ

が永遠ではなくて、ドイツ型のやり方もあるし、いろいろなやり方があるけれども、日本

では結局こういうふうになってやっているので、当然の帰結として、自治体に負担がかか

り、容器包装プラスチックなどが減らないのです。 

○湧井委員 そうすると、審議会で審議できる問題ではないということですか。 

○吉田会長 いえ、問題提起はできるし、それに対応して自治体でどういう体制でやるか、

分別の方法、収集の方法については自治体で対応して検討せざるを得ない訳です。 

江別市はもう別々に集めているのです。小さいところではそれができますけれども、札

幌市みたいなところではできないということで今のようにやっている訳です。 

その問題も含めて検討課題ではあると思いますけれども、根本は日本全体の制度が変わ

らないとこの問題は変えられないということを踏まえて議論しなければいけないというの
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が、私の個人の意見としてもあります。 

今の問題で市から何かコメントはありますか。 

○事務局（長岡環境事業部長） やはり、より多くの分別をすると、今、会長がおっしゃ

ったように、収集の段階、処理の段階で経費がかさむというのは一般論的にあるかと思い

ます。その中でどうやって収集すれば効率的で経費がかからないようにできるのかという

のは工夫の範囲だと思います。ただ、大きな部分で、法律もいろいろとリサイクル法がで

きてきておりまして、私どもはどうしてもそれに縛られる部分がございますので、その中

で、工夫する部分もあるかと思いますけれども、限界もあるのが事実だと思いますので、

市としてできること、どうすれば市民の方々の負担を大きくしない中で市の負担が軽減し、

ごみ減量・リサイクルを進めていくかというご議論を私どもに参考としてお教えいただけ

ればと思っております。 

○大沼委員 大きな点については吉田会長がおっしゃったとおりだと思うのですが、市で

できることといえば、この「スリムシティさっぽろ計画」という本の３０ページから３１

ページに費用のことが簡単にまとめられていると思います。少なくとも、収集運搬のラン

ニングコストや焼却施設、それから「容器包装プラスチック」、「雑がみ」等々のランニ

ングコスト等についてお示しいただける資料をお出しいただけると思うのです。そういう

ものを見ながら、今後、どういう改善の余地があるのだろうかということぐらいはこの審

議会でも可能だと思います。 

○吉田会長 そのとおりだと思います。 

「スリムシティさっぽろ計画」の３０、３１ページに、いかに「びん・缶・ペットボト

ル」は処理費がかかるかということが出ておりますけれども、こういうことについての資

料、あるいは詳細についてはさらにご検討いただけると思いますので、また今後フィード

バックでいろいろとご相談したいと思います。 

それでは、もう２時間以上経ちまして、まだ十分ではないかと思いますけれども、大体

皆さんのご意見やご要望も出てきたと思いますので、これで事務局にお返ししたいと思い

ます。どうもありがとうございます。 

 

６．その他 

○事務局（富田企画課長） ありがとうございます。 

それでは、第２回目の審議会は、先ほど申しましたように、２月上旬の開催を予定して

おりますが、先ほどの施設見学もあわせて改めて調整させていただきまして、別途、ご連

絡したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ７．閉  会 

○吉田会長 今日は、最初でしたけれども、皆さんからいろいろご意見をいただきまして、

ありがとうございました。 
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 次回の２月に出していただくのは、データと同時に、できれば先ほどご意見もありまし

た市としての評価も加えていただきたいと思います。我々が評価をやるというよりも、基

本的にデータ解析をして、市としてはこういうふうに考えておられるということを出して

いただいた上で我々もさらにというふうにやるのが一番いいと思うのです。データを並べ

るだけではなくて、市としてはすごくパフォーマンスは良かったというような行政として

の評価も一時的にはいただいて、それに対して我々もいろいろご意見なり評価すると、一

層細かい分析もできるし、評価の違いと、今後、どうするかもはっきりすると思います。 

要望ばかりで大変恐縮ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

きょうは、お疲れさまでした。 

以  上 


